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社会福祉協議会（社協）とは･･･
社会福祉法に基づき、地域福祉の向上を目的に区市町村･都道府県･全国に設置されている民間非営利団体です。
住民や地域団体･企業等様々なジャンルの方々と手を携え 『 誰もが安心して暮らしてゆけるまち 』 を目指して、
会費や寄付金等を財源に社会福祉に関する事業を進めており、2010年６月に創設５７周年を迎えました。

地区情報
四谷・若松町地区

柏木・角筈地区

紹介 遊びに来て!!｢若松ふれあいまつり｣

紹介 夏休み企画!!｢よってみようサロン｣

【日時】10月3日（日）10:00～１6:00
【場所】若松地域センター（若松町12－6）
11:00～14:30 地下１階では、若松地区協議会福祉分
科会主催のスタンプラリーを行います。また、社会福祉
協議会のブースでは、高齢者疑似体験や車イス体験、ボ
ランティア相談ができます。皆さん是非お越しください。

夏休み真っ只中の8月19日（木）、新宿養護学校の子
ども達の交流サロン「よりみちサロン」で夏休み特別企
画「よってみようサロン」が開催されました。「夏休み
はスクールバスが運行されないので、頑張って出かけて
みよう！」という主催者の願いからこのようなネーミン
グになりました。

落合第一・落合第二地区
紹介 地元の人たちに愛されています！
上落合地区に地元に愛される定食屋さんを見つけました。いつ
も顔馴染みの常連さんたちで賑わっています。お店が流行ってい
る理由は味だけではなく、面倒見のいい女将さんをはじめ、旦
那さん、おばあちゃんが家族ぐ
るみで親身にお客さんをおもて
なし。よろず相談にのっている
からです。社会福祉協議会との
橋渡し役にもなってくださって
います。一人暮らしのお年寄り
をはじめ、たくさんのファンを
抱えています。

内容も夏バージョンで、西新宿児童館の
子ども達と一緒に「みんなでボランティア
体験講座」と「歌のお兄さんのコンサー
ト」を開きました。実際に車いすを押した
り、よりみちサロンの代表を務める里美英
則さん作詞作曲の「光の輪の中に」をみん
なで歌ってみたり、一緒にパフェを食べて
感想を言い合ったり、普段のサロンよりも
たくさんの触れ合いが実現。いつもとは
違った夏の一コマとなりました。

ボランティア募集情報

個人からの相談では、最初の顔合わせの際に社協職員
が同行します。お気軽にお問合せください。

募集情報に関する問合せ

個人

ＴＥＬ （５２７３） ９１９１

障がい者施設
お買い物の代行（霞ヶ丘）

１

病気を患い外出が困難な２０代女性

要件：男女問わず

２
１０㎞マラソンの伴走（荒川河川敷）

９
編み物・手芸・小物作りのお手伝い（中落合）
要件：男女問わず

要件：男女問わず・日頃のマラソン伴走も募集

鎌倉散策の付き添い

場所：新宿区立新宿生活実習所

精神障害の方が通う施設での活動

視覚に障害のある３０代男性

１０月１１日

８
ぽれぽれ祭りのお手伝い（弁天町）

知的障害の方が通う施設での活動

要件：女性・中野駅へのお買い物

１０月１７日

１１月１３日

３

視覚に障害のある板橋区在住の男性

施設：工房『風』

高齢者施設

要件：男女問わず

１０
お話し相手、レクリエーション補助（北山伏）
４

リハビリのお手伝い（市谷加賀町）

認知症対応デイサービスでのお手伝い
要件：男女問わず

施設：あかねデイホーム

病気の後遺症により寝たきりの１３歳の女の子
音楽が大好きな女の子です

要件：女性

シーツ交換のお手伝い（原町）
月１～２回のお話し相手（市谷田町）

５

１１

アットホームな特別養護老人ホームでの活動
要件：男女問わず・毎週火曜日

団体：原町ホーム

病気を患い外出が困難な７０代女性
草花や歌、テレビ観賞が好きな女性です

要件：女性

児童関連施設
月１～２回のお話し相手（百人町）

６

お話し好きな８０代女性

乳幼児の託児のお手伝い（信濃町）

要件：５０～６０代の方を希望

子育て中の親御さん向け講座開催時の見守り
要件：女性

通院の際の車イス操作（大京町）
怪我で歩行が困難な５０代女性
要件：曜日・時間等応相談

１２

施設：信濃町子ども家庭支援センター

７
お散歩付き添い・遊び相手（北新宿）
緑豊かな鎧神社近くでの活動
要件：女性

施設：よろい保育園

１３

１０月６日

１４
落合公園でのお手伝い（中井）

「ふれあい動物園」で子どもや動物とのふれあい
要件：男女問わず

１６
会計・経理事務、書類作成のお手伝い（戸山）
新宿区視力障害者協会の活動
要件：男女問わず・活動場所等はお問合せください

施設：中井児童館

その他

エプロン作り・切手の整理（高田馬場）

１７

地域の方々とふれあいながら行う作業
１５

要件：男女問わず

団体：新宿区社会福祉協議会

お部屋のお掃除・備品チェック（大京町）
自宅を離れて治療を受ける子どもの親御さん向け宿泊施設
要件：男女問わず

団体：ＮＰＯ法人

社会福祉協議会の各ボランティア・地域活動サポート

ファミリーハウス

コーナーでも小物作り等のボランティアを募集してます。

情報掲示板

お問合せ、お申込みについては
各問合せ先までご連絡ください。

水俣・明治大学展
～環境・人間・社会を考える～

イベント・講座
成年後見講座
～任意後見と法定後見、遺言（相続）～

１

【日時】① 9月24日（金） ②10月19日（火）
③11月16日（火） ④12月 9日（木）
※各14:00～16:00 すべて同内容です。
【会場】①戸山生涯学習館 学習室D（戸山2-11-101）
②牛込箪笥地域センター バラＡ･Ｂ（箪笥町15）
③四谷地域センター 集会室２･３（内藤町87）
④榎町地域センター 大会議室Ａ･Ｂ（早稲田町85）
【対象】新宿区在住･在勤･在学の方 【参加費】無料
【申込方法】ＦＡＸ・Ｅメール･郵送・電話のいずれかで、
氏名･年齢･住所･電話番号を明記の上、下記まで
お申込ください。（※先着順）
【問合せ･申込み先】
新宿区社会福祉協議会 新宿区成年後見センター
〒169-0075 新宿区高田馬場１－１７－２０
TEL:５２７３-４５２２ FAX:５２７３-３０８２
Eメールl：skc@ shinjuku-shakyo.jp

「みんなちがってみんないい！」
～親子の絆を強めるワークショップ～

２

アートセラピーでお子様との愛着の絆を強める体験をし
てみませんか？
【日時】10月30日（土）10:00～12:00
【場所】スター会議室九段下（九段北1-12-3 2階）
【対象】3～6歳の未就学児とその保護者
【参加費】500円
【問合せ・申込み先】
こころスペース奏 TEL：3352-2213

３

水俣病事件に関する展示会・講座・シンポジウム・映画
上映・学生による研究発表会等を行います。
【日程】 ９月４日（土）～１９日（日）10:00～20:00
【場所】明治大学駿河台校舎（千代田区神田駿河台１-１）
【問合せ】5285-1106

地球のため！未来のため！
大久保駅前で古着の回収をします！

４

ご家庭で不要になった衣類を資源物として回収します。
回収された衣類は国内や海外で再利用されたり、ウエス
（工業用雑巾）等に加工され、リサイクルされます。
【日時】10月14日（木）・ 11月18日（木）・
12月16日（木） 13：30～15：30
【場所】新宿区百人町２－２３－５ 大久保駅前広場
【対象物】衣類全般、靴（長靴を除く）、スニーカー、サ
ンダル、ぬいぐるみ、ベルト、バック、帽子等
【主催】日本キリスト教婦人矯風会
【問合せ】（株）原宿シカゴ TEL：0120-274-641

経済的に困難を抱える家庭の中学３年生向け
無料の高校受験対策講座［タダゼミ］

１
５

経済的な理由から塾や家庭教師その他の有料教育サービ
スを受けていない、または十分でない中学３年生向けに、
大学生ボランティアが高校受験対策の学習をサポートしま
す。9月から月2回（第2・第4日曜日）開講しています。
【日時】10月10日（日）他 13:00～1６:00
【場所】ｱﾋﾞﾊﾞｺﾐｭﾆﾃｨﾎｰﾙ（西新宿7-21-3 西新宿大京ビル）
【問合せ・申込み先】
（特活）キッズドア［タダゼミ］事務局
TEL：5201-3899 FAX：5201-3712
Eメール：entry@kidsdoor.net

情報掲示板

お問合せ、お申込みについては
各問合せ先までご連絡ください。

ボランティア活動体験ができる
NPO法人運営講座
「いつでも体験ボランティア」
～運営の基礎知識を学ぶセミナー～

６

NPO法人の役員・職員等が、法人を運営していく上で必
要な知識を深めるための連続講座です。特に新任の方や、
これから設立しようとする方にお勧めです。
【日時】９月２９日（水）～１０月２０日（水）全７回
19:00～21:00（受付18:30～）
【対象】①NPO法人の役員・職員・協力者等（特に新人）
②NPO法人の設立を検討しているグループ・個人
③ボランティア・市民活動支援機関の役員・職員
【参加費】各回ごと2,500円
全７回17,500円
【問合せ・申込み先】
東京ボランティア・市民活動センター
TEL：3235-1171

募集
７

市民発！介護なんでも文化祭
参加者募集

「市民の手で介護の文化を創ろう！」をスローガンに、介
護経験者・市民・ＮＰＯ・企業・行政など様々な人々が集
い、知恵や情報を持ち寄り交流するイベントです。運営を
サポートいただけるボランティアを募集します。
【日時】①当日：10月1７日（日） ６:０0～1９:０0
※イベントは10:00～16:30
②事前：～１６日 ※時間は応相談
【場所】 上智大学 四谷キャンパス
【内容】①会場設営・受付・案内・ブース補助・記録等
②事務作業・装飾・パソコン入力作業等
【問合せ・申込み先】
ＮＰＯ法人 介護者サポートネットワークセン
ター・アラジン TEL：5368-1955

TEL.5273-9191

この助成金は共同募金を主な財源とした制度で、地域の
皆さんの地域福祉活動を応援します。助成内容等の詳細に
ついてはお問合せください。
【対象】区内で活動する福祉団体・市民活動団体等
【申請方法】事前連絡の上、申請書類を１０月１日（金）
～１１月３０日（火）の間にお持ちください。
【問合せ・申込み先】
新宿区社会福祉協議会 TEL：５２７３-9191

o

９

介護支援ボランティア・ポイント事業
参加者募集

区内高齢者施設でのボランティア活動に参加されると、
活動時間に応じてポイントが貯まります。貯まったポイン
トは年末に換金することができます。
【対象】６５歳以上の区民の方
【講習会】10月14日（木）14:30～16:00
【場所】早稲田南町交流館
【問合せ・申込み先】
新宿区社会福祉協議会 TEL：5273-9191

赤い羽根共同募金運動にご協力を！！
～地域の福祉、みんなで参加～

１０

皆さんの「助け合い精神」に支
えられるこの運動は６４回目を迎
え、今年も１０月１日（金）から
始まります。あたたかいご支援・
ご協力をお願いします。
【問合せ】
新宿区社会福祉協議会
TEL：5273-2941

FAX.5273-3082

mail. shinjuku-vc＠shinjuku-shakyo.jp
URL. http://www.shinjuku-shakyo.jp

新宿ボランティア
市民活動センター

８

新宿区社会福祉協議会 助成団体の募集
～平成２２年度 第４回 （今年度最終）～

※７月よりホームページがリニューアルされました。地区情報等を掲載しております。

〒１６９－００７５ 新宿区高田馬場１－１７－２０
開所日時 ： 月曜～土曜日 ８時３０分～１７時１５分
※土曜日はボランティア市民活動相談のみ
※火曜日は１９時まで （ボランティア市民活動センターのみ）
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落合ボランティア・地域活動サポートコーナー
TEL.FAX:5996-9363 担当：斉藤

落合第一
落合第二

四谷ボランティア・地域活動サポートコーナー
TEL.FAX:3359-9363 担当：高木

四谷
若松町

牛込ボランティア・地域活動サポートコーナー
TEL.FAX:3260-9001 担当：寺澤
大久保ボランティア・地域活動サポートコーナー
TEL.FAX:3209-8851 担当：風見

箪笥町
榎町

淀橋ボランティア・地域活動サポートコーナー
TEL.FAX:3363-3723 担当：落合

柏木
角筈

戸塚
大久保

ファミリー・サポート・センター TEL.5273-3545

